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2021 年 12 月 28 日 
 

Library of the Year 2021 選考委員長コメント 
 

Library of the Year 2021 選考委員長 
NPO法人知的資源イニシアティブ（IRI）理事 

岡野 裕行 
 

通算で 16 回目となる Library of the Year 2021 は、2021 年 11 月 26 日（金）の最終
選考会をもって無事に終えることができました。今年度の選考基準にある「他の図書館等
にとって参考になる優れた活動」「独創的で意欲的に取り組んでいる具体的な活動事例」を
体現した図書館または図書館的活動として、受賞された 7 機関の関係者のみなさまには、
あらためて感謝と祝福の言葉を申し上げます。 
長く継続的に選考委員を務めている人もおりますが、開催年度ごとにお声がけをしてい

るため、その顔ぶれは毎年少しずつ入れ替わりしています。昨年度いっぱいで選考委員か
ら離れた方も、今年度から新しく加わっていただいた方もいらっしゃいます。図書館の館
種の違いや特色ある図書館的活動にも目を配れるように、さまざまな分野の専門家にお声
がけをしました。Library of the Year はそれが始まった当初からそのコンセプトとして「良
い図書館を良いと言う」を掲げていますが、今年度に新たに加わっていただいた選考委員
の方々は、新しい風と新しい言葉を運んできてくれたように思います。全国各地から集っ
た審査員には、それぞれの立場から「良い」という言葉を積み重ねていただきました。 
また、協賛企業として賛助金、大賞・オーディエンス賞の景品をご提供いただいた富士

通 Japan 株式会社、キハラ株式会社、また、オリジナルの木製トロフィーをご提供いただ
いた株式会社内田洋行の３企業には、今年度も引き続きご協賛をいただけました。感謝申
し上げます。 
 
今年度の第一次選考には、選考委員による推薦と一般公募をあわせて全 28 機関が推薦

されました。書面審査による第一次選考会を経て、そこから 11 機関が第二次選考会へと
進みました。以前から継続的に候補機関として名前が上がっていた機関もあれば、2021 年
というタイミングだからこそ新たに名前が急浮上してきた機関もあったように感じます。
Zoom による Web 会議によって実施した第二次選考会を経て、ライブラリアンシップ賞
として 2機関、優秀賞として 4機関、特別賞を 1機関、合計で 7機関を選出しました。最
終的に受賞に至ったのは 7 機関でありますが、第二次選考会に進んだ 11 機関は、いずれ
もそれぞれが何らかの突出した活動を行っていることが高く評価されています。惜しくも
僅差で最終選考会に進めなかった 4機関も含まれますが、第二次選考会での選考対象にな
った 11機関は、いずれも 2021 年の Library of the Year 2021 にふさわしい取組みとし
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て、それぞれが高く評価されています。 
今年度も図書館総合展自体がオンライン開催となったため、Library of the Year 最終選

考会も Zoomウェビナーを用いて開催しました。途中にマイクやカメラのトラブルが多少
ございましたが、昨年度の経験を活かすことができたため、比較的スムーズに運営を進め
られたと思います。最終選考会には、登壇者や運営関係者も含め、述べ 95名の方にご参加
いただきました。2021 年 12 月 31 日まで動画アーカイブを YouTube で公開しておりま
すが、こちらは現時点（2021 年 12 月 28 日現在）で 282 回の視聴回数があり、多くの皆
さまにご関心を持っていただいていることが確認できます。 
 
長期的な活動を評価するライブラリアンシップ賞には、「滝川市立図書館」「マンガ『夜

明けの図書館』および関係者」の 2機関が選ばれました。 
「滝川市立図書館」は、授賞理由に「図書館と町が互いを支えあう関係を実現」とあるよ
うに、地域内のさまざまな機関との連携が評価されました。「行動する図書館」というキャ
ッチコピーがとても印象的な図書館であり、第二次選考会でもライブラリアンシップ賞と
して推す選考委員が数名出てきました。2019年にも候補機関の一つとして名前が上がって
おりましたが、満を持しての受賞となりました。 
「マンガ『夜明けの図書館』および関係者」についても、ほぼ満票に近い形で多くの選考
委員がライブラリアンシップ賞に推してきました。10年間にわたる制作活動によって、図
書館サービスの姿がマンガという表現で描かれたことの意義はとても大きいと思います。
品切れとなっていた既刊ですが、今回の受賞により Library of the Year 仕様の帯に変更さ
れて増刷となりました。 
また、今年度は特別賞として「八戸ブックセンター」を選出しました。昨年度も候補機

関として第二次選考会に名前が上がっておりましたが、「本のある暮らしの拠点」という理
念のもとに、「本好きを増やす」というコンセプトを前面に押し出したほかに類を見ない特
色ある活動は、Library of the Year にふさわしい取組みだと思います。 
 
優秀賞を受賞した 4機関には、最終選考会でのプレゼンテーションに加え、オーディエ

ンス賞のための事前の PR 資料の提出をお願いしました。最終選考会の日程に合わせるた
め、オーディエンス賞のための資料の準備期間は短いものとなってしまい、各受賞機関に
はやや過剰な作業のご負担をお願いすることになってしまいました。ご対応をいただいた
各受賞機関の関係者のみなさまには、この場を借りて改めてお礼を申し上げます。 
最終選考会のプレゼンテーションは、どの機関もさまざまな工夫を凝らしていることを

感じました。この 2年ほどの間に、オンライン開催のイベントがすっかり定着したことを
感じさせてくれます。2016 年以降の Library of the Year では、プレゼンターの役目を誰
が担うのかを各受賞機関にお任せしているため、最終選考会の当日にどのような方が登場
するのかは、主催している私たちも楽しみにしているところになっています。今年度はど
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の機関も持ち時間の 8分間をほぼぴったりでプレゼンを終えており、受賞機関のプレゼン
能力の高さを感じさせてくれました。それぞれが優秀賞受賞機関の名に恥じない堂々とし
た発表だったと思います。 
 
最終選考会の審査員 5名については、主催者にて人選を行っていますが、今年度は「多

様な分野から選ぶ」「世代バランスを考慮して選ぶ」「男女比を考慮して選ぶ」「ライブラリ
アンを少なくとも 1名選ぶ」という条件を強く念頭に置きました。特にライブラリアンと
して審査員をお願いされる立場は、同じ業界関係者であるがゆえに、優秀賞 4機関に順位
をつけづらい立場にいる悩ましいお役目だったと思います。今年度については、過去の
Library of the Year の受賞機関の当事者でもある大阪市立中央図書館の澤谷晃子さんに、
ライブラリアンの立場からの審査員をお願いしました。また、過去の Library of the Year
でもその前年の大賞受賞機関の方に審査員を依頼することも多かったのですが、こちらも
「みんなで翻刻」の橋本雄太さんに快くお引き受けいただきました。審査される側から審査
する側へというつながりが Library of the Year の特徴の一つでもあると思います。そして
大野希さんには福祉の立場から、清水義次さんにはまちづくりの立場から、藤生京子さん
にはマスメディアの立場からのコメントを期待し、審査員をお願いしました。審査員の皆
さまには、あらかじめ「自らの審査のポイント／評価基準はどのようなものか」「その基準
を今回の優秀賞受賞機関に照らし合わせたらどのように特徴が見えたのか」を言語化して
いただくことをお願いしました。Library of the Year という賞の特徴は、「良い図書館を良
いと言う」というプロセスをさまざまな立場の人たちによって積み重ねていくことにあり
ます。 
 
なお、今年度より最終選考会での審査方法に変更を加えました。昨年までは審査員がそ

れぞれ 1票のみをいずれかの機関に投じるという方法（審査員 5名なので最大で 5票）に
なっておりましたが、今年度からは審査員全員がすべての優秀賞受賞機関に順位をつける
ようにしました（1 位機関に 4 点、2 位機関に 3 点、3 位機関に 2 点、4 位機関に１点）。
5 名の審査員の点数を合計するので、最大で 20 点／最低が 5 点を獲得することになりま
す。とはいえ、既に第二次選考会を通過した優秀賞受賞機関はいずれもすばらしい活動を
していることはわかりますし、5 名の審査員もそれぞれの立場が異なりますので、どこか
の 1機関に得点が偏ることはないだろうと予想はしていました。この点は Library of the 
Year が 16 回目を迎えるにあたっての大きな変更点であり、審査の仕組みを考えている私
たち主催者としてもチャレンジした部分となります。 
結果としては、大賞受賞機関は合計で 15 点を獲得した「指宿市立図書館および特定非

営利活動法人本と人とをつなぐ「そらまめの会」」に決定しました。獲得した 15点の内訳
を公表しますと、【4 点・4 点・4 点・2 点・1 点】となります。3 名の審査員から 1 位票
を獲得したことでほかの機関を抑える形になりました。それでも 4位票の 1点を入れた審
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査員も含まれますので、審査員からの評価というのが実に多様な観点で行われていること
がわかります。 
参考までに他機関の得点についても公表します。ただし、2 位以下については機関名と

一致しないように、A 機関・B 機関・C 機関と表示します。これは「優秀賞を取った時点
で 4機関すべてがすばらしい活動をしている」ことを強調したいためで、大賞受賞機関の
みが突出した印象になってしまうことを避けたいためです。便宜的に点数をつけて大賞を
選びましたが、優秀賞 4 機関の取組みに差はないというのが私たち主催者側の見解です。 

A 機関：13点 内訳は【4点・4点・3点・1点・1点】 
B 機関：13点 内訳は【3点・3点・3点・2点・2点】 
C 機関：9点 内訳は【3点・2点・2点・1点・1点】 

A 機関と B機関は同じ 13 点を獲得しましたが、その内訳が異なります。A機関は 2名
から 1位票を獲得しましたが、4位票も 2名から投じられています。一方、B機関は 2位
票と 3位票を安定して獲得しており、4位票はどの審査員からも入りませんでした。今回
は新方式を適用した最初の Library of the Year となりましたが、結果としては２位と 2点
差での大賞決定という接戦となっており、事前の予想通りにうまくいったものと評価でき
たのではないかと思います。 
過去の Library of the Year の評価方法の場合、「ひとつの機関にしか票（点）を入れら

れないため、0票（点）の機関が生じる」「甲乙つけがたい二つの機関があった場合、従来
では審査員がどちらかに投票するのかを悩みながら選んでいた（1 票しかないために泣く
泣く投票できない機関が出てしまっていた）」という状況になっていました。今年度のよう
な方式の場合、順位づけに多少は悩むことはあったかもしれませんが、どの機関にも点を
入れられることで、1 機関だけを選ぶよりは気分的には評価が楽になった部分が多いので
はないかと思います。 
 
優秀賞を受賞した「福井県立図書館・文書館・ふるさと文学館」は、授賞理由として「３

館協働」が強調されました。施設（ハード）の一体化と県の施策推進とリンクさせたさま
ざまなサービス（ソフト）の提供など、2019 年策定の「福井県職員クレド」に沿う形で、
それぞれの得意分野を協働によって活かしていく仕組みづくりと工夫が見られました。 
同じく優秀賞の「三重県立津高等学校図書館」は、Library of the Year 史上で 2例目（ラ

イブラリアンシップ賞を含めると３例目）となる学校図書館の受賞となりました。「時代に
即応し、読書と学びの機会を保障する」という授賞理由のとおり、さまざまな人たちが学
校図書館に集い・学び合い・育っていく様子が伝わってきます。9 年前の Library of the 
Year 2012（三重県立図書館が優秀賞）から話をつなげたプレゼン冒頭の展開も見事でし
た。 
オーディエンス賞も併せて受賞したのは「あかし市民図書館」となりました。明石市は

施策として「子育てしやすいまち」を推し進め、子育て支援で注目されている自治体とし
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て有名ですが、プレゼンのなかでも紹介された「絵本の宅配便」などの取組みとそれに対
する市民からの声には、子育て世代へと寄り添っていく姿勢が現れていたと思います。 
そして今年度の大賞受賞機関は、「指宿市立図書館および特定非営利活動法人本と人とを

つなぐ「そらまめの会」」と決定しました。2016 年に「指宿市立図書館」として、2017 年
に「そらまめの会」として候補機関に名前が上がっておりましたが、今回は両者を併せる
形で受賞となりました。さまざまな立場にいる市民の声を集めたプレゼンをされていたの
が印象的で、長年にわたる活動の蓄積にも説得力を感じさせてくれました。授賞理由でも
市民とともに歩み・学ぶ姿勢を強調しているように、「市民NPOによる指定管理の持続モ
デル」を示した点は、これからの図書館を考える上で参考になるところがありました。 
 
今年度の Library of the Year の事業は、6月から 12月までの 7か月間にわたり、お忙

しいなか選考作業にあたっていただいた 13 名の選考委員の方々、最終選考会の審査員と
して快くご登壇をいただいた 5名の方々、プレゼンテーションをしてくださった各受賞機
関の方々、協賛企業の方々、ボランティアとして運営にご協力してくださった方々、多く
の方々のお力で開催することができました。最終選考会にご参加くださったみなさまも含
めて、この場を借りて感謝を申し上げます。なお、今年度の Library of the Year 2021 よ
り、山崎博樹氏（LoY2016～2020 年の選考委員長）より引き継ぎ、私・岡野裕行が選考
委員長を務めましたことを併せてご報告いたします。 
 
来年度には Library of the Year 2022 を引き続き開催したいと考えております。最終選

考会の 1 週間前に刊行した『ライブラリー・リソース・ガイド』第 37 号の特集「いま、
Library of the Year と向き合う」のなかで、私は以下のような文章を書きました。 
 

あなたの口から発せられる「良い」という言葉は、きっとどこかの誰かの心を動か
し、“新しい社会にふさわしい図書館”の創造へとつながっていく原動力となるだろう。
私たち一人ひとりが「良い」ものを探し出し、「良い」と言い切ってみるそのひと言が、
未来の図書館をつくり出す強い力になっていくだろう。あなたの言葉はまるで魔法の
ように、私たちの図書館も、私たちの本も、私たちの知識も、私たちの暮らしも、よ
り良い方向へと導いていってくれることだろう。新しい図書館の姿は、あなたの発す
る「良い」というそのひと言から始まる。 

 
Library of the Year という事業によって、引き続きみなさまとともにさらなる新しい言

葉を探してみたいと思います。 
 

【参照】Library of the Year 2021 選考委員長および受賞機関のコメント公開 
https://www.iri-net.org/loy/loy2021-comment/ 


